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2020年12月10日、政府与党（自民党・公明党）は「2021年度税制改正大綱」を決定

しました。このKPMG Japan tax newsletterでは、税制改正大綱に示された主な改正

項目の概要をお知らせいたします。 

税制改正大綱は改正案の概要を示すものであり、改正の詳細は、改正法案の公表

並びに法律及び政省令の公布を待たなければなりません。また、今後の国会審議等

によりその内容に変更が生じる可能性がありますので、ご留意くださいますようお願

いいたします。 
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I. 法人課税 

1. デジタルトランスフォーメーション投資促進税制 

経済の持続的成長のためにはデジタルトランスフォーメーションによる企業変革が重

要となっていることを踏まえ、産業競争力強化法の改正を前提に、新規ビジネスの構

築等に関する計画に基づく、接続性・クラウドの利用・レガシーシステムからの脱却・

サイバーセキュリティーといった点が確保された事業変革デジタル投資を促進する以

下の制度が創設されます。 

適用法人 改正産業競争力強化法の事業適応計画（仮称）（*1）について同法の

認定を受けた青色申告法人 

適用要件 改正産業競争力強化法の施行日から 2023 年 3 月 31 日までの間

に、 

 その事業適応計画に従って実施される同法の事業適応（仮称）の

用に供するためにソフトウェアの新設又は増設をした場合、又は 

 その事業適応を実施するために必要なソフトウェアの利用に係る

費用（繰延資産となるものに限る。）の支出をした場合 

対象資産 事業適応設備（*2） 

（取得等をして国内にある 
事業の用に供したもの） 

繰延資産 

税制措置 

（選択適用） 

特別償却 取得価額 × 30％ 繰延資産の額 × 30％ 

税額控除（*3） 下記以外 取得価額 ×  3％ 繰延資産の額 ×  3％ 

グループ（*4）外の

事業者とデータ

連携する場合 
取得価額 ×  5％ 繰延資産の額 ×  5％ 

なお、対象資産の取得価額及び対象繰延資産の額の合計額のうち、この制度の対

象となる金額は300億円が限度とされます。 

（*1） 事業適応計画とは、新商品開発や新生産方式・販売方式の導入により生産性の

向上や新たな需要の開拓に全社を挙げて取り組む企業が提出するものです。 

（*2） 事業適応設備とは、以下のものをいい、開発研究用資産を除きます。 

• 事業適応計画に従って実施される事業適応（生産性の向上又は需要の開拓

に特に資するものとして主務大臣の確認を受けたものに限る。）の用に供する

ために新設又は増設をするソフトウェア 

• 上記のソフトウェア又はその事業適応を実施するために必要なソフトウェアと

ともに事業適応の用に供する機械装置及び器具備品 

（*3） カーボンニュートラルに向けた投資促進税制（2.参照）の税額控除制度による控

除税額との合計で当期の法人税額の20％が上限とされます。 

（*4） グループとは、会社法上の親子会社関係にある会社によって構成されるグルー

プをいいます。 
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2. カーボンニュートラルに向けた投資促進税制 

政府は、2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする「2050年カーボ

ンニュートラル」の実現を目指すこととしています。この目標に向け、産業競争力強化

法の改正を前提に、脱炭素化に寄与する設備への投資を促進する以下の制度が創

設されます。 

適用法人 改正産業競争力強化法の中長期環境適応計画（仮称）について同

法の認定を受けた青色申告法人 

適用要件 改正産業競争力強化法の施行日から 2024 年 3 月 31 日までの間

に、対象資産の取得等をして、国内にある事業の用に供した場合 

対象資産 中長期環境適応計画に記載された改正産業競争力強化法の以下

の資産 

 中長期環境適応生産性向上設備（仮称）（*1） 

 中長期環境適応需要開拓製品生産設備（仮称）（*2） 

税制措置 

（選択適用） 

特別償却 取得価額 × 50％ 

税額控除（*3） 下記以外 取得価額 ×  5％ 

温室効果ガスの削減

に著しく資するもの 
取得価額 × 10％ 

なお、対象資産の取得価額の合計額のうち、この制度の対象となる金額は500億円

が限度とされます。 

（*1） 中長期環境適応生産性向上設備とは、改正産業競争力強化法の生産性向上設

備等のうち、生産工程の効率化による温室効果ガスの削減その他の中長期環境

適応（仮称）に用いられるものをいいます。 

（*2） 中長期環境適応需要開拓製品生産設備とは、中長期環境適応に用いられる製

品であって、温室効果ガスの削減に資する事業活動に特に寄与する製品その他

の国内事業者による新たな需要の開拓に寄与することが見込まれる製品として

主務大臣が定める製品の生産に専ら使用される設備をいいます。 

（*3） デジタルトランスフォーメーション投資促進税制（1.参照）の税額控除制度による

控除税額との合計で当期の法人税額の20％が上限とされます。 
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3. 繰越欠損金の控除上限の特例 

欠損金の繰越控除限度額は、原則として、欠損金の繰越控除前の所得の金額の

50％相当額とされています。（中小法人（期末資本金1億円以下の普通法人のうち、

一定のもの）、新設法人（設立7年以内の普通法人のうち、一定のもの）、特定目的

会社・投資法人等については、欠損金の繰越控除前の所得の金額の全額が繰越控

除限度額とされています。） 

改正により、今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大という未曽有の事態を踏

まえた臨時異例の措置として、産業競争力強化法の改正を前提に、コロナ禍による

欠損金を事業再構築・再編に係る投資に応じた範囲において最大100％まで控除可

能とする以下の時限措置が講じられます。 

適用法人 以下のいずれにも該当する法人 

 青色申告法人 

 改正産業競争力強化法の施行日から同日以後 1 年を経過する日

までの間に同法の事業適応計画（仮称）（*1）の認定を受けたもの 

 その事業適応計画に従って同法の事業適応（仮称）（*2）を実施する

もの 

適用要件 適用事業年度（*3）において特例対象欠損金額（*4）がある場合 

税制措置 欠損金の繰越控除前の所得の金額（その所得の金額の 50％を超え

る部分については、累積投資残額（*5）に達するまでの金額に限る。）の

範囲内で、その特例対象欠損金額を損金算入できる。 

（*1） 事業適応計画については、「1. デジタルトランスフォーメーション投資促進税制」

の（*1）をご参照ください。 

（*2） 事業適応は、経済社会情勢の著しい変化に対応して行うものとして一定の基準

に該当するものに限ります。 

（*3） 適用事業年度とは、次のいずれにも該当する事業年度をいいます。 

 基準事業年度（特例対象欠損金額が生じた事業年度のうち、その開始の日

が最も早い事業年度後の事業年度で所得の金額が生じた最初の事業年度）

開始の日以後 5 年以内に開始した事業年度であること。 

 事業適応計画の実施時期を含む事業年度であること。 

 2026 年 4 月 1 日以前に開始する事業年度であること。 

（*4） 特例対象欠損金額とは、2020年4月1日から2021年4月1日までの期間内の日を

含む事業年度（一定の場合には、2020年2月1日から同年3月31日までの間に終

了する事業年度及びその翌事業年度）において生じた青色欠損金額をいいます。 

（*5） 累積投資残額とは、以下の（a）の額から（b）の金額を控除した金額をいいます。 

（a） 事業適応計画に従って行った投資の額 

（b） 既にこの特例により欠損金の繰越控除前の所得の金額の50％を超えて損

金算入した欠損金額に相当する金額 
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4. 試験研究費の税額控除制度 

（1） 試験研究費の総額に係る税額控除制度の見直し 

コロナ禍において様々な変化が生じている中で国際競争力を失わないために、試験

研究費の総額に係る税額控除制度（試験研究費の額に税額控除率を乗じた金額を

法人税額から控除する制度）について、研究開発投資を持続・拡大させるインセンテ

ィブを維持するための以下の見直しが行われます。 

（i） 大企業 

【現行法】 

 原則 

増減試験研究費割合 税額控除率 

8％超の場合 
9.9％＋（増減試験研究費割合－8％）×0.3 

（上限：14％（*）） 

8％以下の場合 
9.9％－（8％－増減試験研究費割合）×0.175 

（下限：6％） 

（*） 2021年4月1日以後に開始する事業年度については、10％ 

税額控除の上限額 

原則 法人税額×25％ 

研究開発を行う一定のベンチャー企業 法人税額×40％ 

 試験研究費割合が 10％を超える場合の特例 

2019年4月1日から2021年3月31日までの間に開始する事業年度において、次の2

つの特例を適用できることとされています。 

税額控除率 

（上限：14％） 
税額控除率（原則） ＋ 税額控除率（原則）×控除割増率 

税額控除の上限額 税額控除の上限額（原則） ＋ 
法人税額×｛（試験研究費割合－10％）×2｝ 

（上限：法人税額×10％） 

【改正案】 

 原則 

以下の下線部のように改正されます。 

増減試験研究費割合 税額控除率 

9.4％超の場合 
10.145％＋（増減試験研究費割合－9.4％）×0.35 

（上限：14％（*）） 

9.4％以下の場合 
10.145％－（9.4％－増減試験研究費割合）×0.175 

（下限：2％） 

（*） 2023年4月1日以後に開始する事業年度については、10％ 
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税額控除の上限額 

原則 法人税額×25％ 

売上が一定程度減少したにもかかわらず、研究

開発投資を増加させた企業（*） 
法人税額×30％ 

研究開発を行う一定のベンチャー企業 法人税額×40％ 

（*） 2021年4月1日から2023年3月31日までの間に開始する各事業年度のうち、以

下の要件をいずれも満たす事業年度に適用 

• 基準年度比売上金額減少割合 ≧ 2％ 

• 試験研究費の額 ＞ 基準年度試験研究費の額 

 試験研究費割合が 10％を超える場合の特例 

適用期限が2年延長（2023年3月31日までに開始する事業年度に適用）されます。

（制度の改正はありません。） 

（ii） 中小企業者 

【現行法】 

 原則 

増減試験研究費割合 税額控除率 

8％超の場合（*） 
12％＋（増減試験研究費割合－8％）×0.3 

（上限：17％） 

8％以下の場合 12％ 

（*） 2019年4月1日から2021年3月31日までの間に開始する事業年度に適用 

増減試験研究費割合 税額控除の上限額 

8％超の場合（*1）（*2） 法人税額×35％ 

8％以下の場合 法人税額×25％ 

（*1） 2019年4月1日から2021年3月31日までの間に開始する事業年度に適用 

（*2） 以下の試験研究費割合が10％を超える場合の「税額控除の上限額」の特例との

選択適用 

 試験研究費割合が 10％を超える場合の特例 

2019年4月1日から2021年3月31日までの間に開始する事業年度において、次の2

つの特例を適用できることとされています。 

税額控除率 

（上限：17％） 
税額控除率（原則） ＋ 税額控除率（原則）×控除割増率 

税額控除の上限額 税額控除の上限額（原則） ＋ 
法人税額 × ｛（試験研究費割合－10％）×2｝ 

（上限：法人税額×10％） 
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【改正案】 

 原則 

以下の下線部のように改正されます。 

増減試験研究費割合 税額控除率 

9.4％超の場合（*） 
12％＋（増減試験研究費割合－9.4％）×0.35 

（上限：17％） 

9.4％以下の場合 12％ 

（*） 2021年4月1日から2023年3月31日までの間に開始する事業年度に適用 

増減試験研究費割合 税額控除の上限額 

9.4％超の場合（*1）（*2） 

原則 法人税額×35％ 

売上が一定程度減少したに

もかかわらず、研究開発投

資を増加させた企業（*3） 

法人税額×40％ 

9.4％以下の場合 

原則 法人税額×25％ 

売上が一定程度減少したに

もかかわらず、研究開発投

資を増加させた企業（*3） 

法人税額×30％ 

（*1） 2021年4月1日から2023年3月31日までの間に開始する事業年度に適用 

（*2） 試験研究費割合が10％を超える場合の「税額控除の上限額」の特例（【現行法】

参照）との選択適用 

（*3） 大企業と同様の要件を満たす事業年度に適用 

 試験研究費割合が 10％を超える場合の特例 

適用期限が2年延長（2023年3月31日までに開始する事業年度に適用）されます。

（制度の改正はありません。） 

《用語の意義》 

• 大企業：中小企業者以外の法人 

• 中小企業者：以下の法人 

① 資本金の額が 1 億円以下の法人（ただし、以下の法人を除く。） 

 発行済株式の総数の 1/2 以上が同一の大規模法人（資本金の額が 1 億

円を超える法人等）に所有されている法人 

 発行済株式の総数の 2/3 以上が大規模法人に所有されている法人 

② 資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以

下の法人 

（2019年4月1日以後に開始する事業年度については、その事業年度開始の日

前3年以内に終了した事業年度の所得金額の平均が年15億円を超える法人（以

下、適用除外事業者）は除かれる。） 
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• 増減試験研究費割合：①／② 

① 当期の試験研究費－比較試験研究費（マイナスの場合、そのマイナスの額） 

② 比較試験研究費 

• 比較試験研究費：当期前 3 年以内に開始した各事業年度の試験研究費の平均

値 

• 研究開発を行う一定のベンチャー企業：設立後 10 年以内の法人のうち当期にお

いて翌期繰越欠損金額を有するもの（大法人の子会社等を除く。） 

• 試験研究費割合：当期の試験研究費／平均売上金額 

• 平均売上金額：当期及び当期前 3 年以内に開始した各事業年度の売上金額の

平均値 

• 控除割増率：（試験研究費割合－10％）×0.5 （上限 10％） 

• 基準年度比売上金額減少割合：①が②に満たない場合の（②－①）／②の金額 

① 当期の売上金額 

② 2020 年 2 月 1 日前に最後に終了した事業年度の売上金額 

• 基準年度試験研究費の額：2020 年 2 月 1 日前に最後に終了した事業年度の試

験研究費の額 

（2） 特別試験研究費に係る税額控除制度の見直し 

引き続き質の高い研究開発を推進していく観点から、特別試験研究費に係る税額控

除制度（特別試験研究費の額に税額控除率を乗じた金額を法人税額から控除する

制度）の対象となる試験研究費の範囲に、下線部分の費用が追加されるほか、以下

の①～③の改正が行われる予定です。 

特別試験研究費の範囲 

（以下の試験研究に係る試験研究費の額） 
税額控除率 

共同試験研究 

特別研究機関等（①参照） 
30％ 

大学等（②参照） 

研究開発型ベンチャー企業 
25％ 

国立研究開発法人等の外部化法人 

民間企業等 
20％ 

技術研究組合 

委託試験研究 

特別研究機関等（①参照） 
30％ 

大学等（②参照） 

研究開発型ベンチャー企業 

25％ 
国立研究開発法人等の外部化法人 

特定中小企業者等（③参照） 
20％ 

一定の民間企業等 

知的財産権の使用料 特定中小企業者等 20％ 
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希少疾病用医薬品等に関する試験研究 
20％ 

特定用途医薬品等に関する試験研究 

① 特別研究機関等の範囲に、人文系の研究機関が加えられる。 

② 大学等との共同研究・大学等への委託研究について、契約上の試験研究費の

総見込額が 50 万円を超えるものに限定される。（中小企業者（適用除外事業者

に該当するものは除かれる。）及び農業協同組合等については現行どおりとさ

れる。） 

③ 特定中小企業者等への委託研究について、一定の要件を満たすものに限定さ

れる。 

また、その事業年度における特別試験研究費の額であることの共同研究の相手方

の確認について、第三者が作成した報告書等によって確認することが可能であるこ

とを明確化する等の運用の改善も行われます。 

（3） 本制度の対象となる試験研究費の見直し 

ソフトウェア分野における研究開発を支援することで企業のデジタルトランスフォーメ

ーションを促進するため、クラウド環境で提供するソフトウェアなどの自社利用ソフト

ウェアの取得価額を構成する試験研究に要した費用が本制度の対象に追加される

等、以下の見直しが行われます。 

（i） 試験研究費に追加されるもの 

試験研究費のうち、研究開発費として損金経理をした金額で、非試験研究用資産

（棚卸資産、固定資産及び繰延資産で、事業供用の時に試験研究の用に供さないも

の）の取得価額に含まれるものが追加されます。 

なお、この追加に伴い、以下の見直しも行われます。 

• 売上原価並びに取得価額に研究開発費として損金経理をした金額が含まれる非

試験研究用資産の償却費、譲渡損及び除却損が、本制度の対象となる試験研

究費から除外される。 

• 取得価額に研究開発費として損金経理をした金額が含まれる非試験研究用資産

について、本制度と特別償却等に関する制度との選択適用とされる。 

（ii） 試験研究費から除外されるもの 

リバースエンジニアリング（新たな知見を得るため又は利用可能な知見の新たな応

用を考案するために行う試験研究に該当しないもの）が除外されます。 

（iii） その他本制度の対象となる試験研究費の明確化 

開発中の技術をその開発をする者において試行する場合において、その技術がそ

の者の業務改善に資するものであっても、その技術に係る試験研究が工学又は自

然科学に関する試験研究に該当するときは、その試験研究に要する費用が本制度

の対象になること等が明確化されます。 
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5. 中小企業経営資源集約化税制 

中小企業の経営資源の集約化による事業の再構築などにより、生産性を向上させ、

足腰を強くする仕組みを構築していくことを目的として、中小企業等経営強化法の改

正を前提に、中小企業による株式取得後に簿外債務・偶発債務等が顕在化するリス

クに備えるための以下の中小企業事業再編投資損失準備金の損金算入制度が創

設されます。 

適用法人 以下のいずれの要件も満たす法人 

 青色申告法人である中小企業者（適用除外事業者を除く。）（*1） 

 改正中小企業等経営強化法の施行日から 2024 年 3 月 31 日までの間に、同法の経営力向上計画

（経営資源集約化措置（仮称）が記載されたものに限る。）の認定を受けたもの 

適用要件 以下のいずれの要件も満たすこと。 

 上記の認定に係る経営力向上計画に従って他の法人の株式等の取得（購入による取得に限る。） 
をし、かつ、これをその取得日を含む事業年度終了の日まで引き続き有していること。（その株式等の 
取得価額が 10 億円を超える場合を除く。） 

 その株式等の価格の低落による損失に備えるため、その株式等の取得価額の 70％以下の金額を 
中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てること。 

税制措置 【中小企業事業再編投資損失準備金の損金算入】 

積み立てた金額を、その事業年度において損金算入できる。 

【中小企業事業再編投資損失準備金の益金算入】 

 株式等の全部又は一部を有しなくなった場合、株式等の帳簿価額を減額した場合等において、取り崩

して益金算入する。 

 その積み立てた事業年度終了の日の翌日から 5 年を経過した日を含む事業年度から 5 年間で、その

経過した準備金残高の均等額を取り崩して益金算入する。 

また、上記制度の創設と併せて、株式取得後の積極的な投資や雇用の確保を促す

ため、上記経営力向上計画の認定を受けた中小企業者について、以下の制度の見

直しも行われます。 

• 新たな類型として中小企業経営強化税制（*4）の適用を可能とする。 

• 所得拡大促進税制の上乗せ要件（「6.（2） 所得拡大促進税制（中小企業向けの

制度）」の【改正案】適用要件（c）（ii）参照）に必要な計画の認定を不要とする。 

（*1） この税制措置における中小企業者とは、中小企業等経営強化法の中小企業者

等（*2）であって、租税特別措置法の中小企業者（*3）に該当するものをいいます。 

（*2） 中小企業等経営強化法の中小企業者等は、主たる事業の異なるごとに、資本金

の額や常時使用する従業員の数の上限が定められています。 

（*3） 租税特別措置法の中小企業者の意義は、「4. 試験研究費の税額控除制度」の

《用語の意義》をご参照ください。 

（*4） 中小企業経営強化税制とは、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向

上計画に基づき、一定の設備（生産性向上設備（A類型）、収益力強化設備（B類

型）及びデジタル化設備（C類型））を取得・製作等した場合に、即時償却又は取
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得価額の10％（資本金3,000万円超１億円以下の法人は7％）の税額控除が選

択適用できる制度です。 

6. 賃上げ及び投資の促進に係る税制 

（1） 賃上げ及び投資の促進に係る税制（大企業向けの制度） 

現行では、青色申告法人が十分な賃上げや国内設備投資を行うなどの要件を満た

す場合には、賃上げ金額の一定割合の税額控除が認められています。 

2021年度税制改正では、コロナ禍により労働者を取り巻く環境が大きく変化し、企業

の採用状況が悪化している状況を踏まえ、大企業向けの賃上げ及び投資の促進に

係る税制の適用要件が見直され、新規雇用者の給与等支給額及び教育訓練費の

増加に着目した税制とされます。 

【現行法】 

適用期間 2021 年 3 月 31 日までに開始する各事業年度 

適用要件 （a） 雇用者給与等支給額 ＞ 比較雇用者給与等支給額 

（b） 継続雇用者給与等支給額 ≧ 継続雇用者比較給与等支給額 ×103％ 

（c） 国内設備投資額 ≧ 減価償却費の総額×95％ 

（d） 教育訓練費の額 ≧ 前 2 期の平均教育訓練費の額×120％ 

税額控除 

（法人税額の 20％が上限） 

要件（a）（b）（c）のみを満たす場合 （雇用者給与等支給額－比較雇用者給与等支給額）×15％ 

全ての要件を満たす場合 （雇用者給与等支給額－比較雇用者給与等支給額）×20％ 

【改正案】 

適用期間 2021 年 4 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日までの間に開始する各事業年度 

適用要件 （a）（*1） 新規雇用者給与等支給額 ≧ 新規雇用者比較給与等支給額 ×102％ 

（b） 当期の教育訓練費の額 ≧ 前期の教育訓練費の額×120％ 

税額控除 

（法人税額の 20％が上限） 

要件（a）のみを満たす場合 控除対象新規雇用者給与等支給額（*2）（*3）×15％ 

全ての要件を満たす場合 控除対象新規雇用者給与等支給額（*2）（*3）×20％ 

（*1） 給与等の支給額から控除する「給与等に充てるため他の者から支払を受ける金

額」について、その範囲が明確化されるとともに、新規雇用者給与等支給額及び

新規雇用者比較給与等支給額からは雇用調整助成金及びこれに類するものの

額を控除しないこととされます。 

（*2） 雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額が上限とさ

れます。 

（*3） 地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の税額控除制度の適

用がある場合には、所要の調整を行うこととされます。 
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（2） 所得拡大促進税制（中小企業者向けの制度） 

現行では、青色申告法人である中小企業者が賃上げに関する要件を満たす場合に

は、賃上げ金額の一定割合の税額控除が認められています。 

2021年度税制改正では、賃上げだけでなく雇用を増加させる企業を下支えする観点

から、適用要件を見直したうえで、適用期限が2年延長されます。 

【現行法】 

適用期間 2021 年 3 月 31 日までに開始する各事業年度 

適用要件 （a） 雇用者給与等支給額 ＞ 比較雇用者給与等支給額 

（b） 継続雇用者給与等支給額 ≧ 継続雇用者比較給与等支給額×101.5％ 

（c） 継続雇用者給与等支給額 ≧ 継続雇用者比較給与等支給額×102.5％ 

（d） 

以下のいずれかを満たすこと。 

（i） 当期の教育訓練費の額 ≧ 前期の教育訓練費の額×110％ 

（ii） 
その事業年度終了の日までに中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を 
受け、その計画に従って経営力向上が確実に行われたものとして証明がされたこと。 

税額控除 

（法人税額の 20％が上限） 

要件（a）（b）のみを満たす場合 （雇用者給与等支給額－比較雇用者給与等支給額）×15％ 

全ての要件を満たす場合 （雇用者給与等支給額－比較雇用者給与等支給額）×25％ 

【改正案】 

適用期間 2021 年 4 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日までの間に開始する各事業年度 

適用要件 （a）（*1） 雇用者給与等支給額 ≧ 比較雇用者給与等支給額×101.5％ 

（b）（*1） 雇用者給与等支給額 ≧ 比較雇用者給与等支給額×102.5％ 

（c） 

以下のいずれかを満たすこと。 

（i） 当期の教育訓練費の額 ≧ 前期の教育訓練費の額×110％ 

（ii） 
その事業年度終了の日までに中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を

受け（*2）、その計画に従って経営力向上が確実に行われたものとして証明がされた

こと。 

税額控除 

（法人税額の 20％が上限） 

要件（a）のみを満たす場合 （雇用者給与等支給額－比較雇用者給与等支給額）（*3）×15％ 

全ての要件を満たす場合 （雇用者給与等支給額－比較雇用者給与等支給額）（*3）×25％ 

（*1） 給与等の支給額から控除する「給与等に充てるため他の者から支払を受ける金

額」について、その範囲が明確化されるとともに、雇用者給与等支給額及び比較

雇用者給与等支給額からは雇用調整助成金及びこれに類するものの額を控除

しないこととされます。 

（*2） 中小企業経営資源集約化税制（5.参照）の適用を受けるため中小企業等経営強

化法の経営力向上計画の認定を受けた中小企業者については、所得拡大促進

税制の適用における計画の認定は不要とされます。 

（*3） 雇用調整助成金及びこれに類するものの額を控除した金額が上限とされます。 
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（3） 法人事業税（外形標準課税）付加価値割における特例措置 

現行では、外形標準課税の対象法人が、上記（1）【現行法】（a）～（c）の要件を満た

す場合には、付加価値割の課税標準である付加価値額から一定額を控除する特例

措置が設けられています。 

この特例措置が以下のように見直されます。 

 現行法 改正案 

適用期間 2021 年 3 月 31 日までに開始する各事業年度 
2021 年 4 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日までの

間に開始する各事業年度 

適用要件 上記（1）【現行法】（a）～（c）の要件を満たすこと。 上記（1）【改正案】（a）の要件を満たすこと。 

付加価値額から

控除する金額 
（雇用者給与等支給額－比較雇用者給与等支給

額）×雇用安定控除調整率 
控除対象新規雇用者給与等支給額 

《用語の意義》 

• 大企業：「4. 試験研究費の税額控除制度」の《用語の意義》参照 

• 中小企業者:「4. 試験研究費の税額控除制度」の《用語の意義》参照 

• 雇用者給与等支給額：国内雇用者に対する給与等支給額で、当期の所得の金

額の計算上損金の額に算入されるもの 

• 国内雇用者：法人の使用人（役員の特殊関係者及び使用人兼務役員を除く。）の

うち、その法人の国内の事業所に勤務する雇用者として、労働基準法に規定す

る賃金台帳に記載された者 

• 比較雇用者給与等支給額：国内雇用者に対する給与等支給額で、前期の所得

の金額の計算上損金の額に算入されるもの 

• 継続雇用者給与等支給額：継続雇用者に対する当期の給与等支給額 

• 継続雇用者：当期及び前期の全期間の各月において給与等の支給を受けた一

定の国内雇用者 

• 継続雇用者比較給与等支給額：継続雇用者に対する前期の給与等支給額 

• 国内設備投資額：法人が当期において取得等をした国内事業の用に供する資産

（棚卸資産、有価証券及び繰延資産を除く。）のうち、①から⑨の資産（時の経過

によりその価値の減少しないものを除く。）で当期末において有するものの取得

価額の合計額 

①建物及び建物附属設備、②構築物、③機械装置、④船舶、⑤航空機、⑥車両

運搬具、⑦工具及び器具備品、⑧一定の無形固定資産、⑨一定の生物 

• 減価償却費の総額：法人の有する減価償却資産につき当期の償却費として損金

経理をした金額（前期の償却超過額等を除き、特別償却準備金として積み立てた

金額を含む。） 
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• 新規雇用者給与等支給額：国内の事業所において新たに雇用した雇用保険法

の一般被保険者（支配関係がある法人から異動した者及び海外から異動した者

を除く。）に対してその雇用した日から 1 年以内に支給する給与等の支給額 

• 新規雇用者比較給与等支給額：前期の新規雇用者給与等支給額 

• 控除対象新規雇用者給与等支給額：国内の事業所において新たに雇用した者

（支配関係がある法人から異動した者及び海外から異動した者を除く。）に対して

その雇用した日から 1 年以内に支給する給与等の支給額 

• 雇用安定控除調整率：（収益配分額－雇用安定控除額）／収益配分額 

7. 株式対価M&Aを促進するための措置 

企業の機動的な事業再構築を促し、競争力の維持・強化を図る観点から、自社株式

を対価として、対象会社株式を取得するM&Aについて、対象会社株主の譲渡損益

に対する課税の繰延措置が設けられます。 

この課税の繰延措置は恒久措置で、改正会社法で新たに創設された株式交付制度

（*1）により、株主（法人（*2）及び個人）がその有する株式を譲渡し、株式交付親会社の

株式等の交付を受けた場合（*3）について適用されます。 

（*1） 2021年3月1日に施行されます。 

（*2） 外国法人については、その外国法人の恒久的施設において管理する株式に対

応して株式交付親会社の株式の交付を受けた部分に限り適用されます。 

（*3） 対価として交付を受けた資産の価額のうち株式交付親会社の株式の価額が

80％以上である場合に限られます。また、株式交付親会社の株式以外の資産の

交付を受けた場合には、株式交付親会社の株式に対応する部分の譲渡損益の

計上が繰り延べられます。 

株式交付親会社は、確定申告書に株式交付計画書及び株式交付に係る明細書（株

式交付により交付した資産の数又は価額の算定の根拠を明らかにする事項を記載

した書類を含みます。）を添付することとされます。 

なお、現行法上、産業競争力強化法に基づく特別事業再編計画の認定を受けた法

人が行う特別事業再編（自社株対価M&A）において、対象会社株主の譲渡損益に

対する課税を繰り延べる特例が、2018年7月9日から2021年3月31日までの時限措

置として設けられていますが、この特例は適用期限の到来をもって廃止される予定

です。 
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8. 電気供給業に係る法人事業税の課税方式等 

電気供給業に係る法人事業税は、各事業年度の収入金額を課税標準とする収入金

額課税が行われていましたが、2020年度税制改正では、電気供給業のうち発電事

業及び小売電気事業について、法人事業税の課税方式の見直し及び特別法人事業

税の税率の変更が行われました。 

2021年度税制改正では、電気供給業のうち、電気事業法の改正で新たに定義され

た特定卸供給事業（2022年4月1日から施行）についても、2020年度税制改正と同

様に以下の取扱いとされます。 

 
法人事業税 

（標準税率） 
特別法人事業税 

資本金 1 億円超 
の普通法人 

収入割 0.75％ 

基準法人収入割額（*）×40％ 

付加価値割 0.37％ 

資本割 0.15％ 

資本金 1 億円以下 
の普通法人等 

収入割 0.75％ 

所得割 1.85％ 

（*） 標準税率により計算した法人事業税の収入割額 

この改正は、2022年4月1日以後に終了する事業年度から適用される予定です。  
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9. その他の主な租税特別措置等 

上記でお知らせしている内容のほか、租税特別措置法等に定められている以下の

特例措置について、適用期限の延長又は制度の廃止が行われます。 

（1） 適用期限の延長 

  

特例措置 適用期限の延長 備考 

中小企業者等の法人税率の特例 

（所得金額のうち年 800 万円以下の部分に 
係る法人税率（19％）を 15％に軽減する措置） 

2 年延長 

（2023 年 3 月 31 日まで） 

 

中小企業者等が機械等を取得した場合の 
特別償却又は法人税額の特別控除制度 

（中小企業投資促進税制） 

• 対象事業に、不動産業・物品賃貸業・ 
料亭等（下記（2）の商業・サービス業・

農林水産業活性化税制の対象事業）を

追加 

• 対象法人に、商店街振興組合を追加 

• 対象資産から、匿名組合契約等の目的

である事業の用に供するものを除外 

中小企業者等が特定経営力向上設備等を 
取得した場合の特別償却又は法人税額の 
特別控除制度 

（中小企業経営強化税制） 

• 関係法令の改正を前提に、対象資産

に、一定の経営力向上計画を実施する

ために必要不可欠な設備を追加 

地域経済牽引事業の促進区域内において 
特定事業用機械等を取得した場合の特別償

却又は法人税額の特別控除制度 

（地域未来投資促進税制） 

 対象事業に、サプライチェーンの強靭化

に資する類型を追加 

 承認地域経済牽引事業の主務大臣の

確認要件を見直し 

 特別償却率及び税額控除率の引上げ

に係る要件を見直し 等 

特定目的会社及び投資法人が取得した不動

産に係る登録免許税の特例 

（税率を 1.3％に軽減する措置） 

 

特定目的会社及び投資法人が取得した不動

産に係る不動産取得税の特例 

（課税標準額を2/5に軽減する措置） 
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（2） 制度の廃止 

 
  

特定事業継続力強化設備等の特別償却制度 

（中小企業防災・減災設備の特別償却制度） 

3 年延長 

（2024 年 3 月 31 日まで） 

 対象法人について、事業継続力強化計

画等の認定期限（2023 年 3 月 31 日）

を設定 

 対象資産の取得等・事業供用期限 
（上記認定を受けた日から 1 年以内）を

設定 

 対象資産の範囲を見直し 

 2023 年 4 月 1 日以後に取得等をする

資産について、特別償却率を引下げ

（20％→18％） 

租税特別措置の適用制限 • 適用制限の対象に、 デジタルトランス

フォーメーション投資促進税制（1.参照）

及びカーボンニュートラルに向けた投資

促進税制（2.参照）を追加 

• 継続雇用者給与等支給額に係る要件

判定において、雇用調整助成金及び 
これに類するものを控除しないよう見直

し 

特例措置 適用期限 備考 

特定中小企業者等が経営改善設備を取得 
した場合の特別償却又は法人税額の特別 
控除制度 

（商業・サービス業・農林水産業活性化税制） 

2021 年 3 月 31 日 

 対象事業を上記（1）の中小企業投資 
促進税制に統合 

高度省エネルギー増進設備等を取得した場合

の特別償却又は法人税額の特別控除制度 
• 所要の経過措置を講じた上、1 年前倒し

廃止（現行法の適用期限：2022 年 3 月

31 日） 

再生可能エネルギー発電設備等の特別償却 
制度 

 

特別事業再編を行う法人の株式を対価とする 
株式等の譲渡に係る所得の計算の特例 

 

中小企業者の判定における事業承継ファンド

の特例 
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II. 国際課税 

1. 国際金融都市に向けた税制上の措置 

日本の国際金融センターとしての地位の確立に向けて、海外から事業者や人材、資

金を呼び込む観点から、諸課題の解決を図る一環として、以下の税制上の措置が講

じられます。 

（1） 役員給与の損金算入要件の緩和 

法人税において損金算入が認められる役員給与のうち、一定の業績連動給与につ

いては、その算定方法の内容が、報酬委員会における決定等の日以後遅滞なく、有

価証券報告書に記載されていることその他の方法により開示されていることが要件

のひとつとされています。したがって、一般的に、有価証券報告書の提出義務のない

非上場会社は上記の要件を満たせず、一定の業績連動給与を損金に算入すること

ができないこととなります。 

改正により、投資運用業を主業とする非上場の非同族会社等の役員に対する業績

連動給与については、投資家等のステークホルダーの監視下に置かれているという

特殊性に鑑み、その算定方式や算定の根拠となる業績等を金融庁ホームページ等

に公表すること等を要件として損金算入を可能とする措置が、金融商品取引法の改

正を前提に講じられる予定です。 

【改正案の概要】 

対象法人 青色申告書を提出する法人で特定投資運用業者に該当するもの 

要件 2021 年 4 月 1 日から 2026 年 3 月 31 日までの間に開始する各事業年度（改正金融商品取

引法の施行日以後に終了する事業年度に限る。） においてその業務執行役員に対して業績

連動給与（*）を支給する場合において、投資家の事前承認要件を満たすこと。 

業績連動給与に係る

役員給与の損金不算

入制度の適用 

• その法人が提出した金融商品取引法の事業報告書で金融庁長官によりインターネットに 
公表されたものは、利益に関する指標等が記載されるべき有価証券報告書とみなされる。 

• その法人が、その業績連動給与（*）に係る算定方法の内容を、報酬委員会における決定等

の手続終了の日以後遅滞なく、その事業報告書に記載して提出し、かつ、金融商品取引法

の説明書類に記載して公衆の縦覧に供し、又は公表した場合には、算定方法の内容が 
有価証券報告書等で開示されていることとの要件を満たすこととされる。 

（*） 業績連動給与は、その運用財産の運用として行った取引により生ずる利益に関

する指標を基礎とした客観的なものに限られます。 

《用語の意義》 

特定投資運用業者 以下に掲げる法人（有価証券報告書提出会社及びその完全子法人を除く。） 

 下記の業務に係る収益の額の合計額 
≧ 75％ 

 その事業年度の収益の額の合計額 

• 金融商品取引業者等の投資運用業 

• 特例業務届出者の適格機関投資家等特例業務 

• 海外投資家等特例業務届出者（仮称）の海外投資家等特例業務（仮称） 

• 届出をして移行期間特例業務（仮称）を行う者の移行期間特例業務 
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投資家の事前承認 
要件 

次のいずれかの要件を満たすこと。 

• その運用財産に係るファンド契約書等においてその業績連動給与を支給する旨及びその 
算定方法を記載すること。 

• 本制度の適用を受けようとする事業年度開始前にその運用財産に係る投資事業有限責

任組合の組合員の集会等においてその業績連動給与を支給する旨及びその算定方法に

ついての報告が行われ、かつ、その議事録にその報告につき組合員等から異議があった

旨の記載又は記録がないこと。 

（2） 外国人材の国外財産に係る相続税等の見直し 

相続税は相続により財産を取得した相続人に、贈与税は贈与により財産を取得した

受贈者にそれぞれ課される税であり、被相続人・贈与者又は相続人・受贈者の国内

における住所の有無及び相続人・受贈者の日本国籍の有無により、課税される財産

の範囲が定められています。現行では、たとえば国内に住所を有する外国人である

被相続人・贈与者の相続開始前・贈与前15年以内において国内に住所を有していた

期間の合計が10年超である場合には、相続人・受贈者の状況にかかわらず、国内

財産のみならず国外財産に対しても相続税・贈与税が課されます。 

改正により、高度外国人材の日本での就労等を促進する観点から、就労等のために

日本に居住する外国人に係る相続等については、その居住期間にかかわらず、国

外に居住する外国人や日本に短期的に滞在する外国人が相続人・受贈者として取

得する国外財産を相続税・贈与税の課税対象としないこととする、以下の措置が講じ

られます。 

【改正案の概要】 

対象者 相続人・受贈者 • 国内に短期的に居住する在留資格を有する者 

 国外に居住する外国人等 

被相続人・贈与者 • 相続開始の時・贈与の時において国内に居住する在留資格を 
有する者 

在留資格の要件 出入国管理及び難民認定法別表第 1 の上欄の在留資格 

（下記【参考】の別表第 1 の（1）から（5）の在留資格） 

国外財産を課税の対象から

除外する特例 
上記の相続人・受贈者が上記の被相続人・贈与者から、相続若しくは遺贈又は贈与に 
より取得する国外財産については、相続税・贈与税が課されないこととされる。 

【参考】 出入国管理及び難民認定法の在留資格 

別表第 1 

（1） 外交、公用、教授、芸術、宗教、報道 

（2） 
高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、 
技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、 
特定技能、技能実習 

（3） 文化活動、短期滞在 

（4） 留学、研修、家族滞在 

（5） 特定活動 

別表第 2 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者 
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（3） ファンドマネージャーが受ける分配利益の所得税課税の明確化 

これまで、ファンドマネージャーがファンドの運用成果として分配される利益について

は、金融所得（分離課税）又は事業所得（総合課税）のいずれに該当するのか不明

確な状況でした。 

改正により、ファンドマネージャーが出資持分を有するファンド（株式譲渡等を事業内

容とする組合）からその出資割合を超えて受け取る組合利益の分配（キャリード・イン

タレスト）について、分配割合が経済的合理性を有するなど一定の場合には、役務提

供の対価として総合課税の対象となるのではなく、株式譲渡益等として分離課税の

対象となることの明確化等が行われます。その際、ファンドマネージャーによる申告

の利便性・適正性を確保するため、金融庁において所要の対応が講じられます。 

2. 外国法人から受ける配当等に係る外国源泉税等の取扱い 

内国法人が外国法人から配当等を受ける場合において、その外国法人が外国子会

社合算税制の対象とされた法人であるときは、その配当等の額及び配当等の額に

係る外国源泉税等の額は以下のように取り扱うこととされています。（下記の表は、

外国法人から受ける配当等が損金算入配当でないことを前提としています。） 

【現行法】 

外国法人の区分 
配当等の額

の取扱い 

外国源泉税等の額の取扱い 

損金算入 外国税額控除 

外国子会社 特定課税対象

金額等あり 

特定課税対象金額等に達するまでの金額 100％免税 
損金算入可 

適用不可 特定課税対象金額等を超える金額 95％免税 

特定課税対象金額等なし 95％免税 損金不算入 

外国子会社

以外 
特定課税対象

金額等あり 

特定課税対象金額等に達するまでの金額 100％免税 

損金算入可 
適用不可 

特定課税対象金額等を超える金額 課税 

特定課税対象金額等なし 課税 適用可（*） 

（*） 外国税額控除の適用を受ける場合には、その対象とされる外国源泉税等の額は

損金不算入とされます。 

配当等の額に係る外国源泉税等の額の取扱いが配当等の額の取扱いと整合的に

なるよう、配当等の額のうち外国子会社合算税制との二重課税調整の対象とされな

い特定課税対象金額等を超える金額について、以下のように見直されます。 
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【改正案】 

外国法人の区分 
配当等の額

の取扱い 

外国源泉税等の額の取扱い 

損金算入 外国税額控除 

外国子会社 特定課税対象

金額等あり 

特定課税対象金額等に達するまでの金額 100％免税 損金算入可 

適用不可 特定課税対象金額等を超える金額 95％免税 損金不算入 

特定課税対象金額等なし 95％免税 損金不算入 

外国子会社

以外 
特定課税対象

金額等あり 

特定課税対象金額等に達するまでの金額 100％免税 

損金算入可 

適用不可 

特定課税対象金額等を超える金額 課税 適用可（*） 

特定課税対象金額等なし 課税  適用可（*） 

（*） 外国税額控除の適用を受ける場合には、その対象とされる外国源泉税等の額は

損金不算入とされます。 

なお、特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特

例（コーポレート・インバージョン対策税制）についても、上記と同様の見直しが行わ

れるほか、所要の措置が講じられる予定です。 

《用語の意義》 

外国子会社 内国法人が発行済株式等の 25％以上（租税条約の二重課税排除条項において 25％未満の 
割合が定められている場合には、その租税条約に定める割合）を、配当等の支払義務が確定す

る日以前 6 ヵ月以上引き続き直接に有している場合のその外国法人 

特定課税対象

金額等 

特定課税対象金額及び間接特定課税対象金額 

特定課税対象

金額 
内国法人が合算課税の対象とされた外国法人から配当等を受ける日を含む事

業年度（配当事業年度）及び配当事業年度開始の日前10年以内に開始した各

事業年度において、合算課税された一定の金額 

間接特定課税

対象金額 
原則として、以下の（i）及び（ii）のうちいずれか少ない金額 

（i） 内国法人が外国法人から配当等を受ける日を含む事業年度（配当事業年

度）及び配当事業年度開始の日前 2 年以内に開始した各事業年度（（ii）に
おいて「3 年間」という。）において、その外国法人が他の外国法人から受け

た一定の配当等の額 

（ii） 「3 年間」において、当該他の外国法人の合算課税された一定の金額 
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III. 消費税 

課税売上割合に準ずる割合の適用開始時期 

課税売上割合に準ずる割合を用いて消費税の仕入控除税額を計算する場合には、

承認申請書を提出し、税務署長の承認を受けることとされています。この課税売上割

合に準ずる割合の適用開始時期等が、以下のように見直されます。 

 手続要件 適用開始時期 

現行法 
承認申請書を提出し、適用を受け

ようとする課税期間の末日までに

税務署長の承認を受けること 

承認を受けた日の属する課税期間

以後の課税期間から適用 

改正案 

適用を受けようとする課税期間の

末日までに承認申請書を提出し、

同日の翌日以後1ヵ月を経過する

日までに税務署長の承認を受け

ること 

承認申請書を提出した日の属する

課税期間から適用 

IV. 所得税 

退職所得課税 

現行では、退職所得の金額は、特定役員退職手当等（*1）を除き退職手当等の収入金

額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1とされています。 

2021年度税制改正では、短期退職手当等（*2）に係る退職所得の金額の計算につい

て、収入金額から退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分につ

いては、退職所得の金額の計算上2分の1とする措置を適用しないこととされる予定

です。 

（*1） 役員等としての勤続年数が5年以下の者が、その役員等としての勤続年数に対

応する退職手当等として支払を受けるものをいいます。 

（*2） 勤続年数が5年以下である者が、その勤続年数に対応する退職手当等として支

払を受けるものであって、特定役員退職手当等に該当しないものをいいます。 

 受給者 退職所得の金額 

現行法 

勤続年数 5 年以下の

役員等 
（退職手当等の収入金額 － 退職所得控除額） 

上記以外 （退職手当等の収入金額 － 退職所得控除額） × 1/2 

改正案 

勤続年数 5 年以下の

役員等 
（退職手当等の収入金額 － 退職所得控除額） 

勤続年数 5 年以下の

役員等以外の者（*） 
（退職手当等の収入金額 － 退職所得控除額 － 300 万円） ＋ 300 万円 × 1/2 

上記以外 （退職手当等の収入金額 － 退職所得控除額） × 1/2 

（*） 退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額が300万円を超える

場合に限ります。 
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上記の見直しに伴い、短期退職手当等と短期退職手当等以外の退職手当等がある

場合の退職所得の金額の計算方法、退職手当等に係る源泉徴収税額の計算方法

及び退職所得の源泉徴収票の記載事項等について所要の措置が講じられます。 

この改正は、2022年分以後の所得税について適用される予定です。 

V. 納税環境整備 

1. 税務関係書類における押印義務の見直し 

国・地方公共団体を通じたデジタル・ガバメントの推進による行政手続コストの削減

や、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、あらわになった課題への対応とい

った観点から、税務手続の負担軽減のため、税務署長等に提出する国税の税務関

係書類のうち提出者等の押印をしなければならないこととされているものについて、

以下の税務関係書類を除き、押印を要しないこととされます。 

（i） 担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑 
証明書の添付が求められている書類 

（ii） 相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に 
関する書類 

• 提出者等の押印をしなければならないこととされている地方税関係書類について

も、押印を要しないこととするほか、所要の措置が講じられます。 

• 国税及び地方税の犯則調査手続における質問調書等への押印については、刑

事訴訟手続に準じた取扱いとされます。 

この改正は、2021年4月1日以後に提出する税務関係書類及び地方税関係書類に

ついて適用される予定です。なお、改正の趣旨を踏まえ、押印を要しないこととする

税務関係書類については、施行日前においても、運用上、押印がなくとも改めて求め

られないこととされます。 

2. 電子帳簿等保存制度の見直し 

（1） 国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存制度 

経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化による生産性の向上、テレワークの

推進、クラウド会計ソフト等の活用による記帳水準の向上に資するため、国税関係帳

簿書類を電子的に保存する際の手続が抜本的に見直されます。 

（i） 承認制度の廃止 

国税関係帳簿書類の保存義務者（以下、保存義務者）は、国税関係帳簿書類の全

部又は一部について、自己が一貫して（国税関係帳簿の場合は自己が最初の記録

段階から一貫して）電子計算機を使用して作成する場合であって、納税地等の所轄

税務署長等の承認を受けたときは、一定の要件のもと、その電磁的記録の備付け及

び保存をもってその承認を受けた国税関係帳簿書類の備付け及び保存に代えること

ができることとされています。 

改正により、この所轄税務署長等の事前承認制度が廃止されます。  
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（ii） 保存要件の見直し 

（A） 国税関係帳簿書類の区分 

国税関係帳簿書類が「（a）一般の国税関係帳簿書類」及び「（b）優良な一定の国税

関係帳簿」に区分されます。 

（a） 一般の国税関係 
帳簿書類（*1） 

自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合であって、一定の要件を満たしたとき 

→ その国税関係帳簿書類に係る電磁的記録の保存を行うことができる。 

（b） 優良な一定の 
国税関係帳簿（*2） 

 

現行の厳格な保存要件を充足する事後検証可能性の高い一定の国税関係帳簿について 
電磁的記録の保存等を行う場合（*3） 

→ その電磁的記録に記録された事項に関し所得税、法人税又は消費税に係る修正申告 
又は更正があった場合（*4）には、その記録された事項に関し生じた申告漏れに課される 
過少申告加算税が 5％軽減される。 

（*1） 国税関係帳簿については、正規の簿記の原則に従って記録されるものに限る。 
（*2） 一定の国税関係帳簿とは、所得税・法人税の青色申告者が保存しなければなら

ないこととされる仕訳帳、総勘定元帳その他必要な帳簿又は消費税の事業者が

保存しなければならないこととされる帳簿をいう。 
（*3） その旨の届出書をあらかじめ提出した場合に限る。 
（*4） 申告漏れについて、隠蔽し、又は仮装された事実がある場合を除く。 

（B） 保存要件 

現行の国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存制度における国税関係帳簿

の要件と改正案の「（a）一般の国税関係帳簿書類」及び「（b）優良な一定の国税関係

帳簿」の要件の比較は以下のとおりです。 

要件 現行法 

改正案 

（a） 一般の国税関係 
帳簿書類 

（b） 優良な一定の 
国税関係帳簿 

所轄税務署長等の承認 〇 ― （（i）参照） ― （（i）参照） 

真実性

の確保 
電磁的記録の訂正・削除・追加の事実及び内容を 
確認することができる電子計算機処理システムの使用 

〇 ― 〇 

帳簿間での記録事項の相互関連性の確保 〇 ― 〇 

電子計算機処理システムの開発関係書類等（システ

ム概要書、システム仕様書、操作説明書、事務処理 
マニュアル等）の備付け 

〇 〇 〇 

可視性

の確保 
見読可能装置（電子計算機、プログラム、ディスプレイ

及びプリンタ並びにこれらの操作説明書等）の備付け

及び電磁的記録のディスプレイの画面等への整然とし

た形式及び明瞭な状態での速やかな出力 

〇 〇 〇 

検索機能の確保 〇 ―   〇（*） 

国税庁等の職員の質問検査権に基づくその国税関係帳簿書類に 
係る電磁的記録のダウンロードの求めに応じること。 

― 〇 ― 

（*） 「（C）検索機能の確保要件の見直し」による見直し後の要件 
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（C） 検索機能の確保要件の見直し 

現行の検索機能の確保要件では、国税関係帳簿に係る電磁的記録の記録事項の

検索をすることができる一定の機能を確保しておくことが求められています。 

上記の「一定の機能」とは（a）から（c）の全ての要件を満たすものをいいますが、これ

らが以下のように見直されます。 

現行法 改正案 

（a） 取引年月日、勘定科目、取引金額その他の国税関係帳簿の種類に 

応じた主要な記録項目（以下、記録項目）を検索の条件として設定 

することができること。 

検索項目が取引等の年月日、取引金額及び

取引先に限定される。 

（b） 日付又は金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件

を設定することができること。 

保存義務者が国税庁等の職員の質問検査

権に基づく電磁的記録のダウンロードの求め

に応じることとする場合には、（b）及び（c）の

要件の充足は不要とされる。 
（c） 二以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することが 

できること。 

（2） 国税関係書類に係るスキャナ保存制度 

スキャナ保存制度の手続・保存要件が、ペーパーレス化を一層促進する観点から大

幅に緩和されるとともに、電子データの改ざん等の不正行為を抑止するための担保

措置が講じられます。 

（i） 承認制度の廃止 

保存義務者は、一定の国税関係書類の全部又は一部について、その国税関係書類

に記載されている事項をスキャナにより電磁的記録に記録する場合であって、納税

地等の所轄税務署長等の承認を受けたときは、その承認を受けた国税関係書類に

係る電磁的記録（スキャン文書）の保存をもってその承認を受けた国税関係書類の

保存に代えることができることとされています。 

改正により、この所轄税務署長等の事前承認制度が廃止されます。 

（ii） 保存要件の見直し 

国税関係書類のスキャナ保存に当たっては、国税関係書類の区分（重要書類、一般

書類及び過去分重要書類）に応じ、真実性や可視性を確保するためのいくつかの要

件を満たす必要があります。 

改正により、これらの要件のうち以下の（A）から（C）の3つの要件が見直され又は廃

止されます。 
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（A） タイムスタンプの付与要件の見直し 

タイムスタンプの付与要件が以下のように見直されます。 

国税関係書類

の区分 
現行法 改正案 

重要書類 重要書類をスキャナで読み取る際に（その受領

者等がスキャナで読み取る場合には、その受領

等後、受領者等が署名の上、特に速やか（おお

むね 3 営業日以内）に）タイムスタンプを付さなけ

ればならない。 

 受領者等がスキャナで読み取る際に行う国税 

関係書類への自署は不要とされる。 

 タイムスタンプの付与期間（現行法：3 営業日以

内）を記録事項の入力期間（最長約 2 ヵ月以内）

と同様とする。 

 電磁的記録について訂正又は削除を行った 

事実及び内容を確認することができるシステム

（訂正又は削除を行うことができないシステムを

含む。）において、その電磁的記録の保存を行う

場合には、タイムスタンプは不要とされる。 

一般書類 一般書類をスキャナで読み取る際に（その受領

者等がスキャナで読み取る場合には、読み取る

際に、又は受領等後、受領者等が署名の上、特

に速やか（おおむね 3 営業日以内）に）、タイムス

タンプを付さなければならない。 

（B） 適正事務処理要件の廃止 

改正により、 適正事務処理要件（国税関係書類の作成又は受領からその国税関係

書類に係る記録事項の入力までの各事務について、その適正な実施を確保するた

めに必要な相互けん制、定期的な検査及び再発防止策に関する規程を定めるととも

に、これに基づきその各事務を処理すること。）は、廃止されます。 

（C） 検索機能の確保要件の見直し 

スキャナ保存制度における検索機能の確保要件についても、（1）（ii）（C）と同様の見

直しが行われます。 

（iii） 電磁的記録の適正な保存を担保するための措置 

（A） 重加算税の加重措置 

スキャナ保存が行われた国税関係書類の保存義務者のその電磁的記録に記録され

た事項に関し、隠蔽し、又は仮装された事実に基づき期限後申告・修正申告又は更

正・決定等があった場合には、その記録された事項に関し生じた申告漏れ等に課さ

れる重加算税が10％加重されます。 

（B） スキャナ保存制度の保存要件を満たさない場合の取扱い 

（ii）に示す見直し（又は廃止）後の要件を含めたスキャナ保存制度の保存要件を満

たさない電磁的記録については、以下のように取り扱われます。 

（a） スキャナ保存が行われた国税関係書類の保存義務者は、その保存要件を満た

さない電磁的記録についても、保存しなければならない。 

（b） その保存要件を満たさない電磁的記録は国税関係書類と扱われない。 

（c） 災害その他やむを得ない事情により、その保存要件に従って電磁的記録の保存

をすることができなかったことを証明した場合には、その事情が生じた日以後に

ついては、その保存要件は不要とされる。 
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（3） 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度 

所得税（源泉徴収に係る所得税を除きます。）及び法人税に係る保存義務者が、取

引情報を電磁的方式により授受する取引（電子取引）を行った場合には、その取引

情報を電磁的記録等により保存しなければならないこととされています。 

改正により、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度について、以下の

見直しが行われます。 

（i） 保存要件の見直し 

電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存に当たっては、真実性や可視性を確

保するためのいくつかの要件を満たす必要がありますが、これらの要件のうち以下

の（A）及び（B）の2つの要件が見直されます。 

（A） タイムスタンプの付与要件の見直し 

タイムスタンプの付与要件が以下のように見直されます。 

現行法 改正案 

電子取引の取引情報の授受後遅滞なく、その電磁的記録の記録事項

にタイムスタンプを付すとともに、その電磁的記録の保存を行う者等に

関する情報を確認することができるようにしておくこと。 

タイムスタンプの付与期間（現行法：遅滞なく）を 

最長約 2 ヵ月以内とする。 

（B） 検索機能の確保要件の見直し 

電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度における検索機能の確保要件

についても、（1）（ii）（C）及び（2）（ii）（C）と同様の見直しが行われます。 

また、上記に加え、判定期間（*）における売上高が1,000 万円以下である保存義務

者が国税庁等の職員の質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応

じることとする場合には、検索機能の確保要件の全てが不要とされます。 

（*） 法人の場合は、電子取引が行われた日の属する事業年度の前々事業年度 

（ii） 電磁的記録の適正な保存を担保するための措置 

（A） 重加算税の加重措置 

申告所得税、法人税及び消費税における電子取引の取引情報に係る電磁的記録の

保存義務者のその電磁的記録に記録された事項に関し、隠蔽し、又は仮装された事

実に基づき期限後申告・修正申告又は更正・決定等があった場合には、その記録さ

れた事項に関し生じた申告漏れ等に課される重加算税が10 ％加重されます。 

（B） 出力書面等の保存による措置の廃止 

申告所得税及び法人税における電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存義

務者が行うその電磁的記録の出力書面等の保存をもってその電磁的記録に代える

ことができる措置は、廃止されます。 
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（C） 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度の保存要件を満たさない

場合の取扱い 

（i）に示す見直し後の要件を含めた電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存

制度の保存要件を満たさない電磁的記録については、以下のように取り扱われます。 

（a） その保存要件を満たさない電磁的記録は国税関係書類等として扱われない。 

（b） 災害その他やむを得ない事情により、その保存要件に従って電磁的記録の保存

をすることができなかったことを証明した場合には、その事情が生じた日以後に

ついては、その保存要件は不要とされる。 

（4） 適用時期 

（1）から（3）の改正は、2022年1月1日から施行される予定です。なお、以下に掲げる

改正項目については、それぞれに定める日から適用することとされています。 

改正項目 適用時期 

 （1）（ii）（A）における、「（a）一般の国税関係帳簿書類」に係る改正 

 （2）（ii）における、スキャナ保存制度の保存要件の見直しに係る改正 

 （2）（iii）（B）（a）における、スキャナ保存制度の保存要件を満たさない電磁

的記録の保存に係る改正 

2022 年 1 月 1 日以後に備付けを開始

する国税関係帳簿又は保存を行う国税

関係書類について適用 

 （1）（ii）（A）における、「（b）優良な一定の国税関係帳簿」に係る改正 

 （2）（iii）（A）及び（3）（ii）（A）における、隠蔽・仮装の場合の重加算税の

10％加重措置に係る改正 

2022 年 1 月 1 日以後に法定申告期限

等が到来する国税について適用 

 （3）（i）における、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度の 

保存要件の見直しに係る改正 

 （3）（ii）（B）における、出力書面等の保存による措置の廃止に係る改正 

2022 年 1 月 1 日以後に行う電子取引

の取引情報について適用 

なお、上記の改正の施行の際、国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存制度

又は国税関係書類に係るスキャナ保存制度の承認を受けている国税関係帳簿書類

等については、従前どおりとされます。 

地方税についても、国税の取扱いに準じた所要の措置を講じる改正が行われる予定

です。 
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3. 条約届出書等に記載すべき事項の電磁的方法による提供 

源泉徴収の対象となる国内源泉所得の支払を受ける非居住者等が、日本において

源泉徴収される所得税等について、租税条約に基づき軽減又は免除を受けようとす

る場合には、租税条約に関する届出書等（以下、条約届出書等）を提出する必要が

あります。 

現行では、非居住者等は、書面により作成した条約届出書等を、最初に所得の支払

を受ける日の前日までに、その所得の支払者である源泉徴収義務者を経由して、源

泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出することとされていますが、改正案で

は以下のとおり、書面による提出に代えて、電磁的方法による提供を行うことが認め

られます。 

（1） 条約届出書等の 

電磁的方法によ

る提供 

• 一定の要件を満たす源泉徴収義務者等に対しては、書面による提出に代えて、条約届出書

等に記載すべき事項の電磁的方法による提供を行うことができる（*1）。 

• 条約届出書等（社債、株式等の振替に関する法律の対象となる振替株式等の配当等に係

る一定の条約届出書等を除く。）の提出者が、その条約届出書等に記載すべき事項の電磁

的方法による提供を行う場合には、その提出者の氏名又は名称を明らかにする措置を講じ

なければならない。 

（2） 添付書類の 

電磁的記録によ

る提供 

• 条約届出書等に記載すべき事項の電磁的方法による提供を行う者は、その条約届出書等

に係る添付書類については、書面による提出に代えて、条約届出書等に記載すべき事項の

電磁的方法による提供に併せて、源泉徴収義務者等に対し、その添付書類に記載すべき

事項を記録した電磁的記録（*2）の提供を行うことができる（*1）。 

（*1） この場合において、その提供があったときは、その条約届出書等・添付書類の提

出があったものとみなされます。 

（*2） その添付書類が居住者証明書等である場合には、スキャナによる読み取り等に

より作成した電磁的記録で一定の解像度及び階調の要件を満たすものに限られ

ます。 

また、以下の制度における非課税適用申告書等についても、書面による提出に代え

て、電磁的方法による提供を行うことができることとされるほか、所要の措置が講じら

れます。 

• 振替国債等の利子の課税の特例等 

• 外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例 

• 外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子等の課税の特例 
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4. 納税管理人制度の拡充 

納税管理人制度について、以下の措置が講じられます。 

（1） 納税者に対する納税管理人の届出をすべきことの求め 

納税管理人を定めるべき納税者が納税管理人の届出をしなかったときは、所轄税務

署長等は、その納税者に対し、納税管理人に処理させる必要があると認められる事

項（「特定事項」）を明示して、60日を超えない範囲内においてその準備に通常要す

る日数を勘案して定める日（「指定日」）までに、納税管理人の届出をすべきことを求

めることができることとされます。 

（2） 国内便宜者に対する納税者の納税管理人となることの求め 

納税管理人を定めるべき納税者が納税管理人の届出をしなかったときは、所轄税務

署長等は、国内に住所又は居所を有する者で特定事項の処理につき便宜を有する

者（「国内便宜者」）に対し、その納税者の納税管理人となることを求めることができ

ることとされます。 

（3） 税務当局による特定納税管理人の指定 

所轄税務署長等は、上記（1）の求めを受けた納税者（「特定納税者」）が指定日まで

に納税管理人の届出をしなかったときは、上記（2）により納税管理人となることを求

めた国内便宜者のうち以下の国内関連者を、特定事項を処理させる納税管理人

（「特定納税管理人」）として指定することができることとされます。 

特定納税者 国内関連者の範囲 

（a）  個人 （i） その特定納税者と生計を一にする配偶者その他の親族で成年に達した者 

（ii） その特定納税者の国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実についてその特定

納税者との間の契約により密接な関係を有する者 

（iii） 電子情報処理組織を使用して行われる取引その他の取引をその特定納税者が継続的に行う場を 
提供する事業者 

（b）  法人 （i） その特定納税者との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の 50％以上を保有 
する関係その他の特殊の関係のある法人 

（ii） その特定納税者の役員又はその役員と生計を一にする配偶者その他の親族で成年に達した者 

（iii） 上記（a）（ii）又は（iii）に掲げる者 

特定納税管理人の指定については、特定納税者及び特定納税管理人に対して書面

により通知が行われ、これらの者による不服申立て又は訴訟が可能とされるほか、

所要の措置が講じられます。 

*** 

上記の改正は、2022年1月1日以後に行われる上記（1）から（3）までの求め及び指

定について適用される予定です。 
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